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Ⅰ 案件概要 

国名 ラオス人民共和国 

事業期間 2004 年 8 月～2005 年 12 月 

実施機関 

ラオス国 農業森林省・気象・水文局,(Department of Meteorological and Hydrology (DMH), Ministry of
Agriculture and Forestry) 
ラオス国 通信・運輸・郵便・建設省・航空局・航空管制部(Department of Civil Aviation, Air Navigation
Division (DCA), Ministry of Communication, Transport, Post and Construction) 
現在は、首相府水資源環境庁(WREA)気象水文局(DMH)及び公共事業・運輸省(MPWT)ラオス航空交通管理局
(LATM) 

事業費 E/N 限度額:736 百万円 供与額:735.6 百万円 

施工・調達 丸紅株式会社・清水建設株式会社 共同企業体 
案件従事者 

コンサルタント 財団法人日本気象協会、株式会社久米設計 

基本設計調査 2004 年 6 月 

関連案件 

1.「気象水文業務改善計画プロジェクト」(技術協力)2006 年～2011 年 
投入専門家の担当分野:気象水文情報サービス計画、組織運営、レーダー操作・維持管理、気象レーダー
データ解析、洪水予報、気象予報、航空気象、水文観測・解析及びデータ品質管理、農業気象／水文等 
2.「航空交通における安全性向上プロジェクト」(技術協力)2006 年～2009 年 
 投入専門家の担当分野:航空管制技術官、航空管制官、電気専門家、機械専門家、航空管制通信官／航空
管制運行 
 情報官 

事業背景 

ラオス国はメコン川流域を含むインドシナ半島の中で最も雨量の多い地域であり、とりわけ、中央部およ
び北部山岳地域は年間雨量 3000 ミリを超える。インド洋からは多量の水蒸気を含んだ南西風が吹き、南
シナ海からは熱帯性低気圧と台風が吹き込むことから積乱雲を発生し、豪雨と強風を引き起こし、その結
果、メコン川沿岸や支流域に激しい洪水、落雷、強風による自然災害をもたらす。さらに、これら気候変
化が航空機事故の要因となっている。一方、これに対する DMH が保有する気象モニターでは予測は不十分
である。かかる状況に鑑み、ラオス国政府は日本政府に対し気象観測施設の供与にかかる無償資金協力の
支援を要請した。 

事業目的 
ラオス国において、正確でリアルタイムな大気擾乱等の気象観測のための観測網が整備されることによ
り、正確で適切なタイミングで気象・水文予警報・情報が発信され、もって、洪水水害等の被害が予防さ
れ、航空機事故が減少される。 

アウトプット 
(日本側) 

1.主要機器リスト 
1)気象レーダシステム 
レドーム 
空中線装置 
空中線制御装置、他 12 機種 
2)気象セーラデータ表示装置 
レーダ制御総括装置、他 17 機種 
3)ビエンチャン国際空港管制室 
航空気象情報表示装置、他 14 機種 
4)気象データ通信システム 
スペクトラム拡散方式無線装置、他 17 機種 
5)気象衛星データ受信システム 
気象衛星データ受信ユニット、他 9機種 

合計 67 機種

2.施設建設据付け工事内容 
1)レーダー塔施設(RC 構造)計 
レドーム室 
レーダー機械室 
気象観測・予報室 
維持管理室 
データ室 
男女トイレ 
発電機室 
電気室(ESP2 か所含む) 
レーダパワーバックアップ室 
倉庫 
2)レーダー塔施設建設工事 
レーダー塔建設工事 
電気施設工事 
空調設備工事 
給排水衛生設備工事 
3)ビエンチャン国際空港管制塔施設 
表示装置据付け工事 1 式 
ハブ・ルーター据付け工事 1 式 
家具設置 1式 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価: 

 DMH および DCA に対して質問票を送付したが、回答は DMH のみ提出があったため、DCA 下の航空管制関係の情報は入手で
きていないことから、本事業の事後評価においては、DMH を中心に評価としていることに留意する必要がある。 
DMH に関する限りでは、本件事業は同国の重要政策、開発ニーズに整合し日本の同地域にたいする援助政策にも合致し妥
当性は高い。また本事業はほぼ計画通りに実施されており効率性も高い。事業の効果としては、期待通りの効果の発現が
見られ、特に「農業災害情報」と「作物の収穫予測」は非常に高く評価されている。一方、持続性では技術面に基礎知識
の不足による最新鋭機器の操作・補修・応用の面で力量不足が認められ、今後の改善が必要だが、当面の運営と持続性に
は深刻な影響は無いと思われる。本事業は、DMH からは高く評価されており、農業気象の面では効果が確認できているが、
航空気象面では DCA からの回答が得られず、効果の発現状況は確認できなかった。 
 以上より、本事業の評価は高い。 



1 妥当性 

1.ラオス国開発政策との整合性 
 本事業計画時、同国の第 5 次 5 カ年計画(2001 年～2005 年)において気象・水文観測データ収集とその普及の開発が重要
課題として揚げられている。農業森林省により「DMH の 2000～2005 年の発展計画」が策定された。本事後評価時点におけ
る第 6次 5カ年計画(2006 年～2010 年)には直接関連する政策は見られないが、社会経済インフラの投資継続を方針として
おり、重点分野として「空輸分野の改善計画」が策定されている。また、上記 DMH の発展計画に引き続き世界気象機関(WMO)
の支援により「DMH の強化戦略計画(2005 年～2008 年)」が策定された。更に 2007 年 7 月には、DMH は農業森林省から首相
府直轄となり WREA(水資源環境庁)となった。国家総合水資源管理計画(NIWRMP)の主要な実施機関として益々その役割は重
要度を増してきている。以上のように、同国における水資源管理・開発・防災は非常に重要な政策テーマであり、本事業
との整合性は非常に高い。 
2.ラオス国開発ニーズとの整合性 
 同国中央部および南部の気象災害の防止・軽減は計画前より継続して開発ニーズである。また、近年は空輸の発展と共に
航空機事故が多発し、刻々変化する気象擾乱の監視とタイムリーな気象情報の提供は新たなニーズとなっている。更に、
同国の主要産業である農業においては水利と水資源管理は農業生産活動に直接影響を与えることから本事業による正確な
気象・水文予警報・情報の発信は同国の開発ニーズと合致するものである。 
3.日本の援助政策との整合性 
 日本の 2004 年版 ODA 白書では、経済社会基盤整備協力の一環として洪水、旱魃、台風等の防災・被害軽減に対する援助
協力を重視しており、特にメコン地域は援助対象の重要地域となっている。また、本事業は国別データブック(2005 年)に
おいて日本の ODA 方針とする 4 つの重点分野の内、農林業(水資源管理等)、インフラ整備(洪水対策等)に関わる基本イン
フラとして整合している。 
以上より、本事業はラオスの開発政策、開発ニーズおよび日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。 

2 効率性 

1.アウトプット 
 B/D に記載された「主要機器リスト」と実際に受け渡しされた「調達機器リスト」は分類法および機器番号等に統一性が
無く、すべてを照合することは困難であった。しかしながら、実際に納入された機材および工事に関しては、本事業完了
後の JICA からの報告によると指摘事項等は無く、DMH 側も全ての機材は受領したと回答していることから、機材は適切に
設置されていると判断して良いと思われる。尚、同事業完了直後にプロジェクター1 台の盗難事故があったが自己資金で
再購入し、原状回復している。 
2.事業期間 
 計画 19 カ月に対し実績 18.2 カ月であり、計画を下回った。(計画比 95.8%) 
3.事業費 
 計画額 736 百万円に対し、実績 735.6 百万円で、ほぼ計画通りであった。(計画比 99.946%) 
 以上より、本事業は事業費及び事業期間ともにほぼ計画通りであり、効率性は高い。 

3 有効性・インパクト 

1.定量的効果 
 DMH からの回答によれば、別添表 1の目標値達成状況表の通り、大気擾乱観測距離が計画 250km に対して 240km と僅かに
少ない(達成率 96%)点を除き、殆どの成果目標に対し目標値通りの実績が得られている。このことから、本事業時の専門
家による技術指導の通りに設備が運営されていると判断できる。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
 カウンターパートによる得られた気象現象のデータベース化とデータ解析を踏まえた災害防止計画立案への反映、MRC(メ
コン河委員会)との情報交換と地域機関との連携強化、さらにメコン川流域の降雨量のモニタリング-能力の向上等の効果
が発現している。また、本事業により非常に高く評価されている効果としては、「農業災害情報」と「作物の収穫予測」で
ある。一方、負のインパクトとしては設備の連続稼働による電気代の支出が実施機関には大きな負担となっている点であ
る、と回答があった。以上のことから、気象観測所としての機能と役割は十分果たしていると考えられる。電力料金の負
担は、省エネ改善の可否を検討する前に、先ず増分費用と便益の対比で考えるべきである。尚、DCA(航空管制部)からの回
答が得られなかったことから、航空気象に関する効果の評価はできなかった。 
 以上より、本事業の実施により一定の効果発現が見られ、有効性は中程度である。 

4 持続性 

1.運営維持管理の体制 
 DMH は、本事業計画時には農業森林省の管轄であったが、2007 年 7月付をもって首相府に移管され、水資源環境庁(WREA: 
Water Resources and Environment Administration)となった。この組織改編は、水資源および環境を一元管理する政策に
より実施された。また、農業気象部門は気象ネットワーク課(Meteorological Network Division)から気候課
(Climatological Division)に移された。これら組織改編の結果、DMH の業務稼働シフト計画は、計画時に提案されたシフ
ト制に対し、一部修正して運用されている。(全日 2方の技師を 2名から 0名、土・日の 1方に予報部長が出勤し、土・日
の 2方はデータ通信担当、気象モニター担当、航空気象担当をそれぞれ 2名から 0名に変更)。稼働シフトの変更が、気象
観測業務の遂行にどのような正負の影響があるのかに関する情報については得られていない。 
2.運営維持管理の技術 
 事業完了後において、実施された技術研修・訓練実績としては、2008 年、2009 年にそれぞれ JICA 専門家の支援により操
業・補修研修が実施された。また、2010 年～2011 年(予定)には継続的に JICA シニアボランティアによるカウンターパー
トに対する訓練が実施される予定となっている。研修・訓練対象の主要科目としては、電子及びレーダー機能の基礎知識、
日常・月間・半期毎の操業・点検技術、信号および性能の計測法と検査器具、トラブル解決手法、である。これらの研修
を履修した職員数は、別添表 2の通りである。DMH からは、本事業で供与された機器を稼働するには DMH 職員にとっては、
数学、物理学、英語、電子学、ICT 等々の基本的関連知識が不足しており、日本人専門家による技術移転の内容を理解す
ることが難しいため、本事業の持続性のためには DMH 職員に対する日本の専門家による継続的な技術移転が必要との回答
があった。本件に関しては、本事業の目的である気象観測とその産出物(情報、予報等)をマニュアル通りに実施出来てお
り、また専門家による基礎的な理数科に関する指導も数回実施されている。しかしながら、洪水水害の予防など更なる情



報解析や新分野への活用等に移行する段階では、カウンターパートの理数科能力の向上を更に図る必要がある。 
3.運営維持管理の財務 
 DMH の財務に関しては、「必要経費は政府が支出する」との回答があった。詳細な収支は不明であるが、必要経費は予算
措置されていると推察できることから、財務面での持続性には特に問題は認められない。 
4.運営維持管理状況 
 本事業の運営維持管理は技術面での課題を除き順調に運営されていると思われる。 
 以上より、本事業の維持管理はほぼ当初の計画通りだが、応用的な活用をするには技術能力の向上が必要なため、本事業
によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 

表 1 目標達成状況 

基準値 目標 実績 
対象項目 

2004 目標年 目標値 2006 2007 2008 

1 降水監視能             

  
空間分解
能間隔 

115km 2006 2.5km 2-3km 2-3km 2-3km 

  

  
時間分解
能間隔 

3 時間 2006 10 分 10 分 10 分 10 分 

2 気象監視頻度 3 時間毎 2006 1 時間毎 1 時間毎 15 分毎 15 分毎 

3 大気擾乱監視能 
20km 
(目視) 

2007 
250km 

(レーダー) 
240 km 

(レーダー)
240 km 

(レーダー) 
240 km 

(レーダー) 

警報回数増加       
4 

異常気象時の警
報発表回数 

1-2 回/日 2008 
リアルタイム通報     

リアルタイム
通報 

5 
空港周辺での異
常気象通報 

未実施 2008 リアルタイム通報     
リアルタイム

通報 

6 
ﾒｺﾝ河本流の水位
予測のﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ 

翌日まで 2008 3 日後まで 翌日まで 2 日後まで 3 日後まで 

 
表 2 2008 年以降の JICA 研修実績･計画 

2008 2009 2010 2011 
研修科目 

単
位 JICA 専門家 シニアボランティア 

操業・メンテナンス 人 6 6 予定 

データ活用法 
(予報官) 

人 8 8 予定 

IC 機器・レーダーのメ
ンテナンス技術 

人 - -  予定 

 


